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オイルヌメ 上･下OH-7080-CA,BK （トート） 27/33/11 ¥23,000+税 / 中OH-7081-NV （ショルダー） 22/29/9.5 ¥21,000+税

shop HARAJUKU
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そろそろ、春めいててまいりました。
ピクニックはじめまますよ。
今年は、少しこだだわった感じで行きた
いと思います。
下調べをして、ちちょっと贅沢にサンド
イッチをいただくこことおススメします。
贅沢といっても高高い食材を使うのでは
なく、自分のお気にに入りで仕上げるコトト。
おいしいパンとチーズの組み合わせをを
発見出来ると、かななり自慢したくなります。。
バゲットのおススメががありますが、秘密です。す。
チーズはエメンタタールで決まり。。トムとトムとトムとムととと
ジェリーに出てくくるあの三角で穴で穴穴穴のののののの
あいたやつ。
このふたつがおいいしいとハムは無は無無くてくてくてくててて
も大丈夫です。
切ってはさむだけななのに、何故こんなにんなになににに？？？？？
と思うことマチガイイなしです。
さて、飲み物はとというと、家でケケメックメックッククク
スで淹れたのをポポットに入れて。
買ったら早いなどとと考えては、だめですめですですす。。。。
この手間や時間をを楽しまないと。
ピクニックにもぴったたりのバッグ始めまました。した。した。た。。。
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REGALO NEWS 2014年4月号 / vol.4402

〈雑誌掲載商品〉

BR-5081-BK

ファニータッセル

25/23/17

￥22,000 +税

RE-3581-BK

オプティカル スタッズ

21/26/16

￥21,000 +税

RE-3443-BKA

リヴゴーシュ

16/23/7

￥15,000 +税

0ggi 6月号

4/28発売

『Tシャツ×帽子』
『着回し』

『グッドモーニング連載』
『ナラカミーチェ』

〈雑誌掲載商品〉

BR-4604-IV

ジェントルクロコ

30/30/7

￥16,800 +税

BR-4033-DPI

スウィングタッセル

15/28/7

￥14,800 +税

BR-4962-WHA

ゴールドクリップ

29/37

￥12,000 +税

BR-4962-WHA

ゴールドクリップ

29/37

￥12,000 +税

BR-4990-WH

ゴールドリング

26/32/14

￥21,000 +税

RE-3520-IV

サントノーレ

23/30/14

￥23,800 +税

BR-4971-BL

レクタングルロック

17/28/13

￥21,000 +税

GINGER 6月号

4/23発売

『リューデベー』

steady 別冊

3/20発売

『着回しバイブル』

RE-3572-BK

U

27/27/13

￥23,000 +税

BR-4962-WHA

ゴールドクリップ

29/37

￥12,000 +税

BR-4602-IV

ジェントルクロコ

29/37

￥7,900 +税

BR-4972-GYA

レクタングルロック

17/27/7

￥17,500 +税

with 6月号

4/28発売

『春夏ヒット』



〈今月のおすすめ〉

REGALO NEWS 2014年4月号 / vol.4403

BR-5081-BK

ファニータッセル
2wayショルダー

25/23/17
¥22,000 +税

BR-4962-WHA

ゴールドクリップ
ビッグポーチ

29/37
¥12,000 +税

BR-4971-BL

レクタングルロック
3wayミニボストン

17/28/13
¥21,000 +税

BR-4990-WH

ゴールドリング
トート

26/32/14
¥21,000 +税

スタッフ
イチオシ！

店　長
おすすめ

スタイリスト
大人気！！

スタイリスト
大人気！！
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〈雑誌掲載商品〉〈TV使用商品〉

 BR-4580-BK

ゴールドチャーム

25/35/14

￥26,500 +税

 RE-3203-CA

サンジェルマン デプレ

23/30/14

￥28,000 +税

RE-3452-PU

フレンチヌバック

18/27/9

￥20,000 +税

BR-4591-BKA

クリーミー

23/32/10

￥24,000 +税

BR-4030-DBR

スウィングタッセル

27.5/37/12

￥29,000 +税

BR-4034-BL

スウィングタッセル

21/32/7

￥18,500 +税

RE-3202-LGB

サンジェルマン デプレ

25/35/13

￥33,000 +税

BR-4592-CA

クリーミー

16/25/7

￥19,000 +税

OH-7070-RE

マロン

26/40/16

￥19,000 +税

RE-3202-LGA

サンジェルマン デプレ

25/35/13

￥33,000 +税

RE-3053-CAA

セ･ラヴィ

21/31/10

￥23,000 +税

RE-3352-BK

キップレザー

24/34/10

￥20,000 +税

BR-4941-NV

ツイルチェック

18/27/13

￥12,300 +税

BR-4800-BK

ゴールドクランプ

23.5/32/13

￥26,800 +税

REE-1170-CA

ワックスアンティック

9/18.6

￥15,000 +税

『S-最後の警官-』

毎週（日）21:00～

TBS系列

BR-4202-BRA

ハーフムーンメタル

16/26/7

￥18,500 +税

RE-3252-OR

セ･ラヴィ パテントレザー

19/26/10

￥19,000 +税

OH-4220-CA

ナチュラルレザー

31/42/18

￥28,000 +税

『夜のせんせい』

毎週（金）22:00～

TBS系列
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〈雑誌掲載商品〉〈TV使用商品〉

BR-4490-IV

ゴールドメタル

28/35/15

￥25,000 +税

BR-4950-NV

パウダースノー

32/42/12

￥13,300 +税

OH-7051-BR

エアリースムース

26/35/11

￥19,000 +税

BR-4812-BKA

スクエアロック

16/26/7

￥20,000 +税

BR-4201-BOM

ハーフムーンメタル

21/30/8

￥24,800 +税

BR-4720-BK

ストリングノット

35/37/10

￥28,000 +税

『明日、ママがいない』

毎週（水）22:00～

日本テレビ系列

OH-4220-BR

ナチュラルレザー

31/42/18

￥28,000 +税

OH-4330-BK

ステディ

30.5/43.5/14

￥24,000 +税

BR-4811-GY

スクエアロック

19/28/13

￥26,000 +税

REE-1091-LPI

アールデコ

9.5/19

￥15,000 +税

BR-4532-CA

シープファーム

27/44/10

￥11,400 +税

 BR-4951-NV

パウダースノー

26/32/12

￥11,400 +税

RE-3451-DBR

フレンチヌバック

18/32/3

￥19,000 +税

『Dr.DMAT』

毎週（木）21:00～

TBS系列

RE-3540-BK

スラブリング グレンチェック

26/26/16

￥16,000 +税

BR-4900-GY

ハウンドトゥース

27/44/10

￥11,400 +税

『医龍4
～Team Medical Dragon～』

毎週（木）22:00～

フジテレビ系列

BR-4940-NV

ツイルチェック

30/40/8

￥12,300 +税
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〈雑誌掲載商品〉〈TV使用商品〉

 BR-4202-REA

ハーフムーンメタル

16/26/7

￥18,500 +税

RE-3052-BKA

セ・ラヴィ

19/26/10

￥20,000 +税

RE-3451-GY

フレンチヌバック

18/32/3

￥19,000 +税

MD-8512-GY

キック

30/42/18

￥24,000 +税

BR-4730-OR

カラフルレザー

28/35/15

￥22,800 +税

OH-7071-DBR

マロン

36/42/15

￥28,000 +税

MD-8580-NV

エルソール feat ビブラム／WBC

33/43/16

￥20,000 +税

MD-8391-BE

ループ

30/42/12

￥26,000 +税

BR-3853-WH

ロックセット

19/26/10

￥23,800 +税

MD-8210-BR

コンビ

32/41/14.5

￥23,500 +税

SHE-1331-GO

モザイコ

9.5/19.5

￥12,000 +税

MD-8481-GR

エルソール feat ビブラム

37/34/16

￥19,000 +税

SHE-1440-GO

カリーノ

9.2/19.5

￥12,800 +税

MD-8490-LBL

オルタナカラー

33/43/17

￥21,000 +税

BR-4602-BE

ジェントルクロコ

29/37

￥7,900 +税

BR-4921-GO

シャビーメタリック

16/29/9

￥15,000 +税

『今夜は心だけ抱いて』

毎週（火）23:15～

NHK BSプレミアム

REGALO
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BR-3850-LBA

ロックセット

16/25/7

￥18,000 +税

『朝だ！ 生です旅サラダ』

3月29日（土）
8:00～9：30

テレビ朝日系列
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〈雑誌掲載商品〉〈TV使用商品〉

OH-4330-BK

ステディー

30.5/43.5/14

￥24,000 +税

OH-4242-BE

ゴールドIVYテープキャンバス

29/45/18

￥15,300 +税

BR-4590-GYA

クリーミー

26/32/13

￥28,000 +税

BR-4600-BK

ジェントルクロコ

34/31/15

￥20,000 +税

MD-8470-BK

エル ソール

33/43/16

￥20,000 +税

RE-3550-BK

ノーティカル

30/29/18

￥21,000 +税

『ホワイト・ラボ
～警視庁特別科学捜査班～』

4月14日（月）
20:00～スタート

TBS系列

『リアル脱出ゲームTV』

4月24日（木）
23:53～スタート

TBS系列

REE-1161-PU

フレンチキュイール

9.6/19.6

￥16,000 +税

BR-4730-WH

カラフルレザー

28/35/15

￥22,800 +税

RE-3310-BE

レ サントロぺ

27/32/13

￥13,800 +税

プレミアムドラマ
『その日のまえに』

3月23･30日（日）
22:00～22:49

NHK BSプレミアム

『アリスの棘』

4月(金)
22:00～スタート

TBS系列

土曜プレミアム
『世にも奇妙な物語』

4月5日（土）
21:00～23:10

フジテレビ系列

REGALO
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BR-4581-IV

ゴールドチャーム

24/29/13

￥18,000 +税

開局５５周年記念
『ハンドベル卒業式』

3月16日(日)
13:45～

東海テレビ

BR-4801-GY

ゴールドクランプ

20/28/12

￥23,400 +税

BR-4740-BL

ソフトパイソン

34/31/15

￥20,000 +税
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〈TV使用商品〉

〈TV使用番組リスト〉

番組タイトル 放送局 放送日時 おもな出演者

Dr.DMAT TBS系列 大倉忠義、加藤あい、國村隼、麻生祐未、ほっしゃん。、佐藤二朗、市川実日子　他毎週(木)21:00～

夜のせんせい TBS系列 観月ありさ、蓮佛美沙子、山本耕史、田中圭、大政絢　他毎週(金)22:00～

医龍4～Team Medical Dragon～ フジテレビ系列 坂口憲二、佐々木蔵之介、高橋克典、阿部サダヲ、稲森いずみ、小池徹平　他毎週(木)22:00～

今夜は心だけ抱いて NHK BSプレミアム 田中美佐子、土屋太鳳、中川大志、田丸麻紀、村田雄浩、大友康平　他

開局55周年記念『ハンドベル卒業式』 東海テレビ 高島礼子、塚本高史、蒔田彩珠、遠山俊也　他

毎週(日)21:00～Ｓ-最後の警官- TBS系列 向井理、綾野剛、吹石一恵、大森南朋、土屋アンナ、近藤正臣、髙嶋政宏、池内博之　他

毎週（火）23:15～

朝だ！ 生です旅サラダ テレビ朝日系列 向井亜紀　他3月29日（土）
8:00～9：30

プレミアムドラマ『その日のまえに』 NHK BSプレミアム 佐々木蔵之介、壇れい、宮崎美子、林晃平、澤田陸、吉田鋼太郎、近藤芳正　他３月２３日・３０日（日）
22:00～

3月16日（日）
13:45～

番組タイトル 放送局 放送日時 おもな出演者

リアル脱出ゲームTV TBS系列 バカリズム、津田寛治、木南晴夏、高橋努、片瀬那奈　他

日曜劇場『ルーズヴェルト・ゲーム』 TBS系列 唐沢寿明、檀れい、石丸幹二、六角精児、峰竜太、江口洋介　他4月27日（日）
21:00～スタート

土曜プレミアム　世にも奇妙な物語 フジテレビ系列 タモリ　他4月5日（土）
21:00～23:10

ホワイト・ラボ～警視庁特別科学捜査班～ TBS系列 北村一輝、宮迫博之、薮宏太、大杉漣、谷原章介、和久井映見　他

4月（金）
22:00～スタート

4月14日（月）
20:00～スタート

4月24日（木）
23:53～スタート 

アリスの棘 TBS系列 上野樹里、中村蒼、オダギリジョー、 田中直樹、中村梅雀、藤原紀香、岩城滉一、栗山千明　他

明日、ママがいない 日本テレビ系列 芦田愛菜、鈴木梨央、三浦翔平、木村文乃、城田優、鈴木砂羽　他毎週(水)22:00～

〈雑誌掲載商品〉〈TV使用商品〉

RE-3380-CA

ヌーベルパイソン

18/27/6

￥19,000 +税

BR-4590-GYA

クリーミー

26/32/13

￥28,000 +税

BR-4492-BO

ゴールドメタル

16/29/6

￥18,000 +税

OH-7061-BE

ドットブランケット

25/33/9.5

￥11,000 +税

『福福荘の福ちゃん』

2014年
全国公開予定

映画

『TV使用番組リスト』とは？
現在、放送中のドラマをメインに、TV番組やCMなど、これから放送予定のものも含めてお知らせ致します。REGALOのバッグをいつ、誰が、どこ
で、使っているのかをチェックして、ファッションの参考にしてみてください。各商品のお問い合わせは、ショップまたはオンラインストアまで。
【shop REGALO 原宿】　tel. 03-5770-5253 / e-mail. talk@regalo-bag.co.jp　【ホームページ】　http://www.regalo-bag.co.jp

〈TV使用番組リスト〉 4月期ドラマ予定新


